
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの基地局と複数の移動局との間で、複数のタイムスロットで構成される
フレーム周期内の任意のタイムスロットを使用して通信を行うＴＤＭＡ方式の通信方法に
おいて、
　上記移動局は

タイムスロットでの受信信号品質を推定し、
　

　
　

送信するタイムスロット期間に送
信処理し、
　

送信するタイムスロット期間に送
信処理を行う
　通信方法。
【請求項２】
　請求項１記載の通信方法において、
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、上記基地局から過去に送信されたタイムスロットの受信信号品質に基づ
いて、次に上記基地局から送信される

上記推定した受信信号品質推定値に基づいて、次に上記基地局から送信されるタイムス
ロットの受信信号の利得を調整し、

上記受信信号品質推定値を予め定められた基準値と比較し、
上記比較で上記基準値よりも大きい場合には、上記基準値と上記受信信号品質推定値と

の差分だけ送信電力を小さくして、上記基地局に信号を

上記比較で上記基準値よりも小さい場合には、上記基準値と上記受信信号品質推定値と
の差分だけ送信電力を大きくして、上記基地局に信号を

上記基地局から次に送信されるタイムスロットでの受信信号品質推定値は、過去の所定



　通信方法。
【請求項３】
　請求項１記載の通信方法において、
　

受信信号帯域内の干渉電力推定値を差し引いたタイムスロ
ット単位での希望受信信号電力推定値を用いる
　通信方法。
【請求項４】
　請求項１記載の通信方法において、
　上記基地局は、送信電力制御を行うと共に、その送信電力 移動局に対して送信し、
この信号を受信した移動局は、その送信電力 基づいて、上記予め定められた を
更新するようにした
　通信方法。
【請求項５】
　請求項１記載の通信方法において、
　上記基地局は、上記移動局が送信した信号を受信してその回線品質を推定し、その推定
値を定められた基準値と比較してその大小関係によって移動局の送信電力制御データを生
成して、この送信電力制御データを送信し、
　上記移動局は、上記受信信号品質推定値に基づいた送信電力制御と共に、受信した上記
送信電力制御データに基づいた閉ループの送信電力制御を行うようにした
　通信方法。
【請求項６】
　第１の通信局と第２の通信局との間で、複数のタイムスロットで構成されるフレーム周
期内の任意のタイムスロットを使用してＴＤＭＡ方式で双方向に通信を行う場合に、上記
第１の通信局での送信電力を制御する送信電力制御方法において、
　上記第１の通信局は 上記第２の通信局

受信信号品
質を推定し、
　

　
　

送信するタイムスロット期
間に上記第２の通信局に対して送信処理し、
　

送信するタイムスロット期
間に上記第２の通信局に対して送信処理を行う
　送信電力制御方法。
【請求項７】
　請求項６記載の送信電力制御方法において、
　

　送信電力制御方法。
【請求項８】
　請求項６記載の送信電力制御方法において、
　

受信信号帯域内の干渉電力推定値を差し引いたタイ
ムスロット単位での希望受信信号電力推定値を用いる
　送信電力制御方法。
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のタイムスロットの受信電力の平均より算出する

上記基地局から次に送信されるタイムスロットでの受信信号品質推定値は、過去の受信
信号電力より得た推定値から、

値を
値に 基準値

、 から過去に送信されたタイムスロットの受信信
号品質に基づいて、次に上記第２の通信局から送信されるタイムスロットでの

上記推定した受信信号品質推定値に基づいて、次に上記第２の通信局から送信されるタ
イムスロットの受信信号の利得を調整し、

上記受信信号品質推定値を予め定められた基準値と比較し、
上記比較で上記基準値よりも大きい場合には、上記基準値と上記受信信号品質推定値と

の差分だけ送信電力を小さくして、上記第２の通信局に信号を

上記比較で上記基準値よりも小さい場合には、上記基準値と上記受信信号品質推定値と
の差分だけ送信電力を大きくして、上記第２の通信局に信号を

上記第２の通信局から次に送信されるタイムスロットでの受信信号品質推定値は、過去
の所定のタイムスロットの受信電力の平均より算出する

上記第２の通信局から次に送信されるタイムスロットでの受信信号品質推定値は、過去
の受信信号電力より得た推定値から、



【請求項９】
　請求項６記載の送信電力制御方法において、
　上記第２の通信局は、送信電力制御を行うと共に、その送信電力 上記第１の通信局
に対して送信し、この信号を受信した第１の通信局は、その送信電力 基づいて、上記
予め定められた を更新するようにした
　送信電力制御方法。
【請求項１０】
　請求項６記載の送信電力制御方法において、
　上記第２の通信局は、上記第１の通信局が送信した信号を受信してその回線品質を推定
し、その推定値を定められた基準値と比較してその大小関係によって上記第１の通信局の
送信電力制御データを生成して、この送信電力制御データを送信し、
　上記第１の通信局は、上記受信信号品質推定値に基づいた送信電力制御と共に、受信し
た上記送信電力制御データに基づいた閉ループの送信電力制御を行うようにした
　送信電力制御方法。
【請求項１１】
　基地局との間で、複数のタイムスロットで構成されるフレーム周期内の任意のタイムス
ロットを使用してＴＤＭＡ方式で送信及び受信を行う送信手段及び受信手段と、
　タイムスロット単位で上記受信手段が

受信信号品質を推定する推
定手段と、
　

　上記推定手段で推定したタイムスロット単位での受信信号品質を第１の基準値と比較す
る比較手段と、
　上記比較手段で比較した結果、受信信号品質が上記第１の基準値よりも大きかった場合
には、その差分だけ 送信電力を小さくする制
御信号を作成すると共に、上記比較手段で比較した結果、受信信号品質が上記第１の基準
値よりも小さかった場合には、その差分だけ
送信電力を小さくする制御信号を作成して、この制御信号により上記送信手段での送信電
力を可変制御する制御手段とを備えた
　移動局。
【請求項１２】
　請求項１１記載の移動局において、
　上記推定手段が推定する

　移動局。
【請求項１３】
　請求項 記載の移動局において、
　 信信号をデジタル変換するアナログ／デジタル変換手段
　
上記アナログ／デジタル変換手段の前段に配置されて上記受信信号の利得が上記アナログ
／デジタル変換手段のダイナミックレンジを越えないように調整する利得調整手段と、
　過去 スロットの受信電力測定結果から次に受信するスロットでの受信電力レベルの予
測を行って、その予測結果に基づいて上記利得調整手段を制御する受信利得制御手段と、
　上記アナログ／デジタル変換手段で変換されたデジタル信号の信号振幅を測定してその
測定 と予め設定された最適受信信号振幅とを比較して、その差分だけ信号振幅を調整す
るデジタル利得調整手段とを備えた
　移動局。
【請求項１４】
　請求項１１記載の移動局において、
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値を
値に

基準値

過去に受信したタイムスロットの受信信号品質に
基づいて、次に上記基地局から送信されるタイムスロットでの

上記推定手段で推定した受信信号品質推定値に基づいて、次に上記基地局から送信され
るタイムスロットの受信信号の利得を調整する調整手段と、

次に上記基地局に送信するタイムスロットの

次に上記基地局に送信するタイムスロットの

上記基地局から次に送信されるタイムスロットでの受信信号品
質推定値は、過去の所定のタイムスロットの受信電力の平均より算出する

１１
受 を備えて、
上記調整手段は、

の

値



　上記推定手段が推定するタイムスロット単位での受信信号品質として、タイムスロット
単位での受信信号電力の推定値からタイムスロット単位での受信信号帯域内の干渉電力推
定値を差し引いたタイムスロット単位での希望受信信号電力推定値を用いる
　移動局。
【請求項１５】
　請求項１１記載の移動局において、
　上記制御手段は、上記推定手段での受信信号品質推定値に基づいた送信電力制御と共に
、基地局から送信されて上記受信手段が受信した送信電力制御データに基づいた閉ループ
の送信電力制御を行う
　移動局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば無線電話システムなどのＴＤＭＡ方式による無線通信システムに適用し
て好適なデジタル無線通信における通信方法及び送信電力制御方法と、その通信方法を適
用した移動局に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、無線電話システムなどに適用される通信方式として、ＴＤＭＡ（ Time Division Mu
ltiple Access ）方式が実用化されている。この方式は、複数のタイムスロットで１フレ
ームを構成して、この１フレーム内の任意のタイムスロットを使用して通信を行うように
したもので、１伝送チャンネルを使用して、最大で１フレームを構成するタイムスロット
数までの多重通信が可能である。
【０００３】
このＴＤＭＡ方式を使用した通信システムの場合にも、他の通信方式の場合と同様に、周
波数利用効率向上のため、他局の通信への与干渉を最低限にするために、各局からの送信
電力を適正に制御する必要がある。ここで、従来のＴＤＭＡ方式を適用した通信システム
での送信電力制御処理としては、例えば基地局からの制御に基づいて各移動局での送信電
力を設定するいわゆる閉ループの送信電力制御だけが行われていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のＴＤＭＡ方式の通信で行われていた閉ループでの送信電力制御は、
比較的応答性の遅い制御ループであり、かつ制御範囲も狭く、従来の処理では送信電力を
制御する頻度，精度，制御範囲のいずれも不十分であり、他の通信への与干渉を最低限の
レベルに抑えているとは言えなかった。
【０００５】
ここで、従来比較的精度の高い送信電力制御を行う通信方式として、ＣＤＭＡ（ Code Div
ision Multiple Access ）方式が開発されているが、このＣＤＭＡ方式の場合には、基本
的に移動局は基地局からの信号を連続受信することが前提であり、バースト状に送信及び
受信を行うＴＤＭＡ方式にはそのまま適用することは困難であった。
【０００６】
本発明の目的は、ＴＤＭＡ方式で通信を行う場合に、送信電力の制御が良好に行えるよう
にすることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の通信方法は、基地局と移動局との間でＴＤＭＡ方式により通信を行う場合に、

移動局は
タイムスロットでの受信信号品質を推定し、
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上記 、上記基地局から過去に送信されたタイムスロットの受信信号品質に基づい
て、次に上記基地局から送信される 上記推定
した受信信号品質推定値に基づいて、次に上記基地局から送信されるタイムスロットの受
信信号の利得を調整し、上記受信信号品質推定値を予め定められた基準値と比較し、上記



送信するタイムスロット期間に送信処理
し、

送信するタイムスロット期間に
送信処理を行うようにしたものである。
【０００８】
この通信方法によると、各タイムスロット期間での送信電力を、実際の受信信号品質に基
づいて適正に制御できる。
【０００９】
　本発明の送信電力制御方法は、第１の通信局と第２の通信局との間でＴＤＭＡ方式で双
方向に通信を行う場合に、 第１の通信局は 上記第２の通信局

受信信号品質を推定し、

送信するタイムスロット期間に上記第２の通信局に対して送信処理し
、

送信するタイムスロット期
間に 第２の通信局に対して送信処理を行うものである。
【００１０】
この送信電力制御方法によると、第１の通信局での送信電力制御が、第２の通信局から送
信される信号の実際の受信品質に基づいて適正に制御できる。
【００１１】
　また本発明の移動局は、タイムスロット単位で受信手段が

受信信
号品質を推定する推定手段と、

上記推定手段で推定したタイムスロット単位での受信信号品質を第１の基準値と比較する
比較手段と、上記比較手段で比較した結果、受信信号品質が上記第１の基準値よりも大き
かった場合には、その差分だけ 送信電力を小
さくする制御信号を作成すると共に、上記比較手段で比較した結果、受信信号品質が上記
第１の基準値よりも小さかった場合には、その差分だけ

送信電力を小さくする制御信号を作成して、この制御信号により上記送信手段
での送信電力を可変制御する制御手段とを備えたものである。
【００１２】
この移動局によると、基地局から送信される信号の実際の受信信号品質に基づいて、送信
電力を適正に制御できる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を、添付図面を参照して説明する。
【００１４】
本実施の形態においては、セルラ方式の無線電話システムに適用した例としてある。即ち
、図２に示すように、所定の状態で配置された基地局１に接続されたアンテナ２を中心と
して、この基地局１と無線通信が可能なサービスエリア２ａが形成されている。このサー
ビスエリアが隣接して複数配置されて、無線電話システムとしてのサービスエリアが、任
意のエリアに設定してある。ここで、このサービスエリア２ａ内の移動局（端末装置）３
が、基地局１と無線通信を行うことで、この無線電話システムを介した通信が可能となっ
ている。
【００１５】
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比較で上記基準値よりも大きい場合には、上記基準値と上記受信信号品質推定値との差分
だけ送信電力を小さくして、上記基地局に信号を

上記比較で上記基準値よりも小さい場合には、上記基準値と上記受信信号品質推定値
との差分だけ送信電力を大きくして、上記基地局に信号を

上記 、 から過去に送信された
タイムスロットの受信信号品質に基づいて、次に上記第２の通信局から送信されるタイム
スロットでの 上記推定した受信信号品質推定値に基づいて、次に
上記第２の通信局から送信されるタイムスロットの受信信号の利得を調整し、上記受信信
号品質推定値を予め定められた基準値と比較し、上記比較で上記基準値よりも大きい場合
には、上記基準値と上記受信信号品質推定値との差分だけ送信電力を小さくして、上記第
２の通信局に信号を

上記比較で上記基準値よりも小さい場合には、上記基準値と上記受信信号品質推定値と
の差分だけ送信電力を大きくして、上記第２の通信局に信号を

上記

過去に受信したタイムスロッ
トの受信信号品質に基づいて、次に上記基地局から送信されるタイムスロットでの

上記推定手段で推定した受信信号品質推定値に基づいて、
次に上記基地局から送信されるタイムスロットの受信信号の利得を調整する調整手段と、

次に上記基地局に送信するタイムスロットの

次に上記基地局に送信するタイム
スロットの



本例のシステムでは、基地局１と移動局３との間の無線通信は、ＴＤＭＡ方式により行う
構成としてある。即ち、例えば図３に示すように、所定の期間で１タイムスロットを規定
し、ｎ個（ｎは予め決められた任意の数）のタイムスロットで１フレームとし、この１フ
レームを繰り返し設定する構成とする。この場合、基地局の制御でフレーム周期は設定し
、各移動局は、基地局からの制御で割当てられたスロットを使用して、通信を行う。図３
の例では、基地局から移動局への下り回線と、移動局から基地局への上り回線とで、別の
周波数帯域（チャンネル）を使用して通信を行う構成としてあり、この場合には、移動局
で下り回線の信号を受信するスロット期間と、移動局で上り回線の信号を送信するスロッ
ト期間は、基本的には同じに設定してある。
【００１６】
或いは、図４に示すように、１フレーム期間を下り回線用のタイムスロット期間と上り回
線用のタイムスロット期間とに分割し、上り回線の通信を下り回線の通信とを同じチャン
ネルで時分割に行うＴＤＭＡ／ＴＤＤ方式により通信を行う構成としても良い。
【００１７】
図１は、本例の移動局３の構成を示すブロック図である。以下、その構成を説明すると、
アンテナ１０１がアンテナ共用器１０３を介して受信器１０５に接続してあり、この受信
器１０５で受信信号を受信処理して得た受信データを、端子１９８から後段のデータ処理
回路（図示せず）に供給する。また、データ処理回路で生成された送信データを、端子１
９９から送信器１０７に供給し、この送信器１０７で生成された高周波送信信号をアンテ
ナ共用器１０３を介してアンテナ１０１に供給し、無線送信する。
【００１８】
受信器１０５では、アンテナ１０１側から供給される信号を、バンドパスフィルタ１１０
に供給し、システム受信帯域、例えば２．２ＧＨｚ帯の信号を抽出し、その抽出出力を低
雑音増幅器１１２に供給する。この低雑音増幅器１１２の増幅出力は、受信ミキサ１１６
に供給する。ここで、周波数シンセサイザ１０９が出力する例えば１．８ＧＨｚの周波数
信号と混合して、所定の周波数（例えば４００ＭＨｚ）の中間周波信号とする。この受信
ミキサ１１６が出力する中間周波信号は、中間周波バンドパスフィルタ１１８に供給して
、希望受信帯域のみを抽出し、その抽出出力を受信系可変利得増幅器１２０により増幅し
て、その増幅出力を直交検波用の２個のミキサ１２６Ｉ，１２６Ｑに供給する。可変利得
増幅器１２０での利得は、後述する制御器１８０により制御される。
【００１９】
周波数シンセサイザ１２２の出力は、移相器１２４において、互いに位相が９０度ずれた
２つの信号として、それぞれの信号をミキサ１２６Ｉ，１２６Ｑに個別に供給し、それぞ
れのミキサ１２６Ｉ，１２６Ｑで中間周波信号をベースバンド信号とする。ミキサ１２６
Ｉで取り出されたＩ成分は、ローパスフィルタ１２８Ｉを介してアナログ／デジタル変換
器１３０Ｉに供給して、デジタル信号に変換し、バーストバッファ１３２Ｉを介して利得
調整デジタル回路１３４Ｉにおいてデジタル調整した後、復調器１４０に供給する。ミキ
サ１２６Ｑで取り出されたＱ成分は、ローパスフィルタ１２８Ｑを介してアナログ／デジ
タル変換器１３０Ｑに供給して、デジタル信号に変換し、バーストバッファ１３２Ｑを介
して利得調整デジタル回路１３４Ｑにおいてデジタル調整した後、復調器１４０に供給す
る。
【００２０】
ここで本例においては、受信特性の劣化を抑えるために、受信電力の予測処理を行う。即
ち、連続的な信号を受信する通信方式の場合には、ＡＧＣ制御（自動ゲインコントロール
制御）と呼ばれる制御が可能であるが、本例の場合にはＴＤＭＡ方式によりバースト状の
信号を受信するので、受信電力の予測処理が必要になる。本例の移動局の制御器１８０は
、過去の数受信スロットにわたるスロット単位での受信電力測定結果を記憶しておき、そ
れらからなるアルゴリズムで次の受信スロットの受信電力を予測する。
【００２１】
例えば、過去に受信した１０スロット期間で移動平均をとり、その過去１０スロットのス
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ロット単位での受信電力測定値が古い方から順に、－８０ｄＢｍ，－８５ｄＢｍ，－９０
ｄＢｍ，－８０ｄＢｍ，－７８ｄＢｍ，－７５ｄＢｍ，－７５ｄＢｍ，－７０ｄＢｍ，－
７０ｄＢｍ，－７７ｄＢｍであったとすると、次の受信スロットのスロット単位での受信
電力予想値は、次式の演算で求まる。
（ -80-85-90-80-78-75-75-70-70-77）ｄＢｍ／１０＝－７８ｄＢｍ
【００２２】
この演算処理を制御器１８０で行う。このスロット単位での受信電力予測値をもとに、受
信器１０５での利得調整を行う。この利得調整処理について説明すると、例えばアンテナ
１０１の入力端で－７０ｄＢｍの信号が入力されたときに、受信系利得調整回路１２０の
利得を０ｄＢにセットし、その場合のアナログ／デジタル変換器１０３Ｉ，１０３Ｑの入
力が１Ｖｒｍｓとなるように設定されているとする。また、受信電力の予測誤差及びフェ
ージングにより受信電力の変動を考慮して１０ｄＢのマージンを持たせてあるものとする
。
【００２３】
このとき、次の受信スロットのスロット単位での受信電力予測値は、上述した式から－７
８ｄＢｍであったので、受信系利得調整回路１２０の利得は（－７０－（－７８））＝＋
８ｄＢにセットすると、最低となる。但しここでは、マージンを上述したように１０ｄＢ
としたので、そこから１０ｄＢを引いて、－２ｄＢにセットする。これらの演算及び制御
処理が、制御器１８０にて実行される。
【００２４】
　ここで、次の受信スロットでの真の受信電力が－７２ｄＢｍであったと想定する。この
場合、アナログ／デジタル変換器１０３Ｉ及び１０３Ｑの入力は、１Ｖｒｍｓ×１０＾ (-
4/20)＝０．６３１Ｖｒｍｓとなる。ここで、アナログ／デジタル変換器１０３Ｉ及び１
０３Ｑの入力は、振幅測定回路１３６で測定されて、その測定値を信号線１３７を介して
制御器１８０に供給する。ここでは、受信スロット内で√（Ｉ 2  ＋Ｑ 2  ）を演算して、入
力信号の振幅が０．６３１Ｖｒｍｓに相当することをデジタル的に測定し、この測定値を
制御器１８０に供給する。制御器１８０では、－７２ｄＢｍの入力のときに１０ｄＢのマ
ージンがない場合に、この点での信号振幅が１Ｖｒｍｓ（マージン１０ｄＢを考慮すると
０．３１６Ｖｒｍｓ）になるように受信系利得調整回路１２０の利得を設定したことが判
っているので、ここでの測定値が０．６３１Ｖｒｍｓであったことから、２０ * Log（０．
６３１／０．３１６）＝６ｄＢだけ予測された 電力よりも強く受信されたことが判断
される。従って、この受信スロットのスロット単位での受信電力測定値は、制御器１８０
において、〔予測値－７８ｄＢｍ〕＋〔予測誤差＋６ｄＢｍ〕＝－７２ｄＢｍであったと
計算される。このようにして計算されたスロットの受信電力測定値が、また次の受信スロ
ットの期間での受信電力予測値として使用される。
【００２５】
一方、復調器１４０では信号振幅１Ｖｒｍｓで最適化されていると仮定した。その基準振
幅値１Ｖｒｍｓに相当するデジタル値を制御器１８０から信号線１３９を介してデジタル
演算器１３８に基準値として供給し、デジタル演算器１３８は、振幅測定回路１３６での
測定値と基準値とを比較して、振幅が基準値に対して１／１．５８５、即ち、２０ *  Log 
（０．６３１／１）＝－４ｄＢであることを計算し、デジタル領域での利得調整デジタル
回路１３４Ｉ及び１３４Ｑの利得を、各々＋４ｄＢにする設定信号を供給し、それに従っ
て利得調整デジタル回路１３４Ｉ及び１３４Ｑでの利得を＋４ｄＢにして、復調器１４０
への入力振幅が基準値と等しくなるように構成する。なお、制御器１８０から振幅測定回
路１３６には、バーストタイミング（スロットタイミング）を示すゲート信号を供給して
、バースト信号を受信する区間だけ信号のシンセサイザを計算するように制御する。
【００２６】
ここで、このように処理した場合の例をまとめると、次の表のようになる。
【００２７】
【表１】
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【００２８】
なお、ここでは制御器１８０での計算を簡単にするために、対数のまま計算するようにし
たが、一度真数であるｍＷ単位に直してから平均を取付け、再度対数に直しても良い。但
し、このように処理すると、計算結果は若干異なる値になる。また、アナログ／デジタル
変換器１０３Ｉ及び１０３Ｑや復調器１４０のダイナミックレンジが十分であれば、利得
調整デジタル回路１３４Ｉ及び１３４Ｑでの利得調整処理は省略しても良い。
【００２９】
以上のように処理を行うことで、受信器１０５での受信処理は、予測値に基づいたスロッ
ト単位での自動利得調整動作（ＡＧＣ動作）及びスロット単位での受信電力の測定が行え
る。
【００３０】
次に、送信器１０７での送信処理について説明する。端子１９９に得られる送信データは
、変調器１５０に供給されて、送信用の符号化や変調処理を行い、送信用のデジタルＩデ
ータ及びデジタルＱデータを得る。得られたデジタルＩデータは、バーストバッファ１５
２Ｉを介してデジタル／アナログ変換器１５４Ｉに供給し、ここでアナログＩ信号に変換
し、ローパスフィルタ１５６Ｉで不要成分を除去した後、直交変調用のミキサ１５８Ｉに
供給する。Ｑチャンネルについても同様に、バーストバッファ１５２Ｑを介してデジタル
／アナログ変換器１５４Ｑに供給し、ここでアナログＱ信号に変換し、ローパスフィルタ
１５６Ｑで不要成分を除去した後、直交変調用のミキサ１５８Ｑに供給する。
【００３１】
また、周波数シンセサイザ１６２が出力する所定の周波数信号、例えば１００ＭＨｚの信
号は、移相器１６０により互いに９０度位相がずれた２つの信号とし、その２つの信号を
ミキサ１５８Ｉ及びミキサ１５８Ｑに供給する。互いに位相の異なる信号が混合されたア
ナログＩ信号及びアナログＱ信号は、周波数変換されて例えば１００ＭＨｚの信号となり
、更に加算器１６４で１系統の信号となって直交変調された信号となり、例えば１００Ｍ
Ｈｚの中間周波信号となる。この中間周波信号は、送信系利得調整回路１６６で、制御器
１８０の制御により利得調整された後、バンドパスフィルタ１６８を介して送信ミキサ１
７０に供給して、周波数シンセサイザ１０９が出力する例えば１．８ＧＨｚの信号と混合
して、１．９ＧＨｚの周波数帯の送信ＲＦ信号に周波数変換する。この周波数変換された
送信信号は、バンドパスフィルタ１７２を介して送信パワーアンプ１７４に供給し、この
送信パワーアンプ１７４で電力増幅し、さらにバンドパスフィルタ１７６とアンテナ共用
器１０３を介してアンテナ１０１に供給し、無線送信する。
【００３２】
ここで、この送信器１０７での送信電力制御処理について以下説明する。ここでは、仮に
送信器１０７の設計として、－７０ｄＢｍで受信したときに送信系利得調整回路１６６の
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利得は０ｄＢにセットされ、アンテナ１０１から－１０ｄＢｍの電力で送信できる構成と
してあるものとする。また、先に受信器１０５で説明した場合と同様に、スロット単位で
の受信電力の測定結果は、－７２ｄＢｍであったとする。
【００３３】
このとき、制御器１８０は、送信すべき電力値は－８ｄＢｍであることを示す制御信号を
信号線１８４を介して演算器１８２に、また送信電力の基準は－１０ｄＢｍであることを
示す制御信号を信号線１８６を介して演算器１８２に供給する。演算器１８２では、これ
を比較して、送信系利得調整回路１６６の利得を調整する（ここでの説明では図１に示す
演算器１８８及び信号線１９０は無視する）。この例では、利得を＋２ｄＢに設定するこ
とになる。この結果、アンテナ１０１での送信信号の電力は－８ｄＢｍになる。
【００３４】
このように移動局内だけで処理されるいわゆる開ループによる送信電力制御を行うことで
、受信電力が大きい場合には小さな送信電力で、受信電力が小さい場合には大きな送信電
力で送信を自動的に行うようになる。
【００３５】
本例の説明においては、送信タイムスロット直前の受信スロットのスロット単位での受信
信号電力そのものを開ループ送信電力制御のパラメータとしたが、例えば過去に受信した
複数の受信スロットのスロット単位での受信電力の移動平均値から求められる平均的なス
ロット単位での推定受信電力値をパラメータとして開ループ送信電力制御を行う構成とし
ても良い。先に説明した受信系の受信ＡＧＣ処理の為の予測電力の例をそのまま使用する
と、過去１０スロットのスロット単位での受信電力測定値が、古い方から順に－８０ｄＢ
ｍ，－８５ｄＢｍ，－９０ｄＢｍ，－８０ｄＢｍ，－７８ｄＢｍ，－７５ｄＢｍ，－７５
ｄＢｍ，－７０ｄＢｍ，－７０ｄＢｍ，－７７ｄＢｍであり、直前の受信スロットのスロ
ット単位での受信電力は－７２ｄＢｍと求められたとすると、１０スロットの移動平均を
用いる場合であれば、最も古いスロットのスロット単位での受信電力である－８０ｄＢｍ
の値を破棄して残りの１０スロットから移動平均を取付け、－７７ｄＢｍという値が制御
器１８０で求められる。
【００３６】
この場合には制御器１８０は、送信すべき電力値は－３ｄＢｍであるという信号を信号線
１８４を介して演算器１８２に、また送信電力の基準は－１０ｄＢｍであるという信号を
信号線１８６を介して演算器１８２に供給する。演算器１８２は、両信号を比較して、送
信系利得調整回路１６６の利得を調整する。この例では、利得を＋７ｄＢに設定すること
になり、アンテナ１０１での送信電力は－３ｄＢｍになる。このように移動平均を用いた
場合には、急激な変動には追従しにくくなるが、バースト状の測定のエラーの影響を低減
できる効果があり、システム全体としての安定度が増す。
【００３７】
また、帯域内の全受信電力ではなく、そこから干渉波の受信電力推定値を差し引いた値を
基準にして開ループ送信電力制御を行う構成としても良い。例えば、受信器１０５内でキ
ャリアと妨害波との比であるＣ／Ｉの比を測定して、Ｃ／Ｉ推定値が３ｄＢと推定され、
受信電力は上述したように－７２ｄＢｍであった場合、受信電力の内の２／３が希望波で
、干渉波及び雑音成分が１／３であると容易に算出でき、希望受信電力は－７２ｄＢｍ－
１．７６ｄＢ＝約－７４ｄＢｍと、制御器１８０内で計算でき、これをもとに開ループ送
信電力制御を行う構成としても良い。この場合には、送信系利得調整回路１６６の利得は
＋４ｄＢとなり、アンテナ１０１からは－６ｄＢｍで送信されることになる。
【００３８】
また、ここまでの説明では、いわゆる開ループの電力制御についてだけ述べたが、閉ルー
プの送信電力制御処理を併用しても良い。閉ループ電力制御を行う場合には、基地局が各
移動局からの受信信号のＣ／Ｉ値を推定し、それと基準となるＣ／Ｉ値とを比較して、基
準Ｃ／Ｉ値よりも推定Ｃ／Ｉ値が小さい場合には、移動局の送信電力を大きくするような
閉ループ電力制御コマンドを基地局側で作成し、基準Ｃ／Ｉ値よりも推定Ｃ／Ｉ値が大き
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い場合には、移動局の送信電力を小さくするような閉ループ電力制御コマンドを基地局側
で作成する。
【００３９】
図５及び図６は、基地局側での回線品質を推定する処理の例を示したものである。
【００４０】
例えば、基地局内の受信処理系の復調器２０１で、各移動局からの信号を復調して受信シ
ンボルを得た場合に、その受信シンボルから回線品質推定回路２１０で、回線品質を推定
する場合を想定すると、受信シンボルは仮判定回路２１１に供給して、受信シンボルの仮
判定を行い、その仮判定されたデータと、受信シンボルとの差分を減算器２１２で求める
。ここで求められる差分は、雑音の成分に相当する。そして、その差分のデータを、２乗
回路２１３に供給して、絶対値を２乗化する処理を行い、その２乗された値を平均化２１
４に供給して、平均値を求める。また、受信シンボルを直接２乗回路２１６に供給して、
絶対値を２乗化する処理を行い、その２乗された値を平均化２１７に供給して、平均値を
求める。そして、それぞれの平均回路２１４，２１７の出力を、割り算回路２１５に供給
して除算処理し、その除算値を回線品質推定値Ｑとする。このように処理することで、雑
音電力の推定値と受信電力の推定値とが求まり、受信信号のＣ／Ｉ値を推定することがで
きる。
【００４１】
また、図６に示す構成にて、シンボルエラー推定値Ｅを求めて、そのシンボルエラー推定
値Ｅから、受信信号のＣ／Ｉ値を推定する構成としても良い。即ち、例えばデインターリ
ーブ回路２０２で受信シンボルをデインターリーブ処理した後、ビタビ復号化器２０３で
ビタビ復号された受信ビットを、シンボルエラー推定回路２２０に供給する。このシンボ
ルエラー推定回路２２０内では、再符号化回路２２１に供給し、再び符号化されたシンボ
ルとして比較器２２２に供給する。また、デインターリーブ回路２０２でデインターリー
ブされた受信シンボルを、バッファ２２３を介して比較器２２２に供給し、再符号化され
たシンボルと受信シンボルとが比較される。その比較の結果が一致しない場合には、シン
ボルエラーカウンタ２２４に不一致を示すデータを出力する。シンボルエラーカウンタ２
２４では、その不一致を示すデータの数をカウントし、所定時間内のカウント値からシン
ボルエラーの発生率を判断し、その判断した値をシンボルエラー推定値Ｅとして出力する
。このシンボルエラー推定値を、受信信号のＣ／Ｉ値とすることもできる。或いは、図５
に示す構成で推定した回線品質推定値Ｑと、図６に示す構成で推定したシンボルエラー推
定値Ｅの双方から受信信号のＣ／Ｉ値を判断しても良い。
【００４２】
このようにして判断された移動局からの受信出力のＣ／Ｉ値に基づいて、閉ループ制御コ
マンドを作成して、その制御コマンドを該当する移動局に対する下り回線の無線伝送信号
に乗せて送信する。
【００４３】
移動局はその信号を受信すると、復調器１４０にてその制御コマンドを抽出して、制御器
１８０に供給する。制御器１８０は、その制御コマンドによって、どの程度送信電力を増
減するのかを判断し、その結果を図１に示す信号線１９０を経て演算器１８８に供給する
。この演算器１８８は、演算器１８２の出力が供給され、開ループにより求められた利得
と、この閉ループコマンドにより利得とを加算して、送信系利得調整回路１６６の制御信
号を作成する回路で、この制御信号により送信系利得調整回路１６６の利得制御を行うこ
とで、開ループと閉ループの双方の制御を併用することができる。
【００４４】
例えば、閉ループによる電力制御コマンドが－２ｄＢであり、演算器１８２の出力による
開ループによる利得制御値が＋２ｄＢであった場合には、演算器１８８の出力における利
得制御値は合計した値である０ｄＢとなる。
【００４５】
また、移動局が受信ダイバーシティを行うために複数の受信器を備えている場合には、各
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々の受信器でスロット単位での受信電力の測定値、或いは干渉波電力を差し引いたスロッ
ト単位での希望受信波電力推定値とが、各受信器で互いに異なっているのが普通である。
このような場合には、その中から最大のスロット単位での受信電力を選んで、それをもと
に上述した開ループ電力制御処理を行う場合と、各受信器でのスロット単位での受信電力
の平均値を取って、それをもとに開ループ電力制御処理を行う場合とが考えられる。
【００４６】
最大のスロット単位での受信電力を選んで開ループ電力制御処理を行う場合には、回路構
成が簡単になり、送信電力を最も低くすることが可能であり、他の通信信号に与える干渉
を最低にすることができる。一方、受信器でのスロット単位での受信電力の平均値を取っ
て、それをもとに開ループ電力制御処理を行う場合には、自局からの送信波が基地局で所
定の電力以上で受信される確率が高くなる。但し、平均処理を行うために、回路規模が若
干大きくなると共に、他の通信信号に与える干渉が若干大きくなる可能性がある。
【００４７】
また、基地局が送信する下り回線の送信信号の送信電力についても可変設定する構成とし
ても良い。但し、このような下り回線の送信信号の送信電力を、そのときの状態によって
可変設定した場合には、移動局でスロット単位での受信信号電力だけを基準として上り回
線の開ループ電力制御処理を行っても、基地局が送信電力を変えた分だけ常にオフセット
をもってしまう。このような場合には、基地局は移動局に対して送信信号の電力値、ある
いは基準値との差分のデータを送信し、移動局は復調器１４０でそれを抽出してから制御
器１８０に供給する構成とする。制御器１８０では、移動局で設定される送信電力の基準
値を、そのデータに従って更新してから信号線１８６を介して演算器１８２に供給して、
開ループ電力制御処理を実行させる。例えば、基地局の送信電力が基準値から＋５ｄＢで
あるというデータを移動局が受信したとすると、上述した例であれば送信電力の基準値が
元々は－１０ｄＢであったものを－５ｄＢに変更して、これを基準値として送信信号電力
を開ループ制御する処理を行えば、基地局での受信信号電力はより規定された所定の値に
近づくことになる。
【００４８】
なお、上述した実施の形態では、無線電話システム用の通信システムに適用したが、他の
ＴＤＭＡ方式が適用される通信システムでの処理にも適用できることは勿論である。例え
ば、２台の無線通信装置の間で、ＴＤＭＡ方式により双方向で無線通信を行う場合に、各
通信装置での通信処理に適用することもできる。
【００４９】
また、タイムスロット構造を持つ通信方式であれば、図３，図４に示したような純粋なＴ
ＤＭＡ方式でない通信方式にも適用できる。例えば、ＴＤ－ＣＤＭＡ方式のようないわゆ
るＣＤＭＡハイブリッドと称される通信方式にも適用できる。
【００５０】
また、上述した実施の形態では、１フレームの１スロットなどの限られたタイムスロット
だけを通信に使用する通常のＴＤＭＡ方式の通信処理について説明したが、伝送されるデ
ータレートを上げるために、１フレーム内の複数のスロット又は全スロットを使用して送
信又は受信を行うようなシステム及びそのシステム用の移動局にも適用できる。
【００５１】
【発明の効果】
　 通信方法によると、各タイムスロット期間での送信電力を実際の受信信号品質
に基づいて適正に制御でき、結果としてシステムとしての周波数利用効率の向上が図れる
。
【００５２】
　 通信方法によると 受信信号電力の推定値に基づいて良好に移動局での送
信電力の制御が行える。
【００５３】
　 通信方法によると 干渉波の影響のない正確な送信電力制御が移動局で行
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える。
【００５４】
　 通信方法によると 基地局から送信される値を使用した移動局での良好な
送信電力制御が行える。
【００５５】
　 通信方法によると いわゆる開ループによる送信電力制御と閉ループによ
る送信電力制御の双方を用いたより良好な送信電力制御が行える。
【００５６】
　 送信電力制御方法によると、第１の通信局での送信電力制御が、第２の通
信局から送信される信号の実際の受信品質に基づいて適正に制御でき、結果として第１，
第２の通信局で構成される通信システムの周波数利用効率の向上が図れる。
【００５７】
　 送信電力制御方法によると 受信信号電力の推定値に基づいて良好に送信
電力の制御が行える。
【００５８】
　 送信電力制御方法によると 干渉波の影響のない正確な送信電力制御が行
える。
【００５９】
　 送信電力制御方法によると 相手の局から送信される値を使用した良好な
送信電力制御が行える。
【００６０】
　 送信電力制御方法によると いわゆる開ループによる送信電力制御と閉ル
ープによる送信電力制御の双方を用いたより良好な送信電力制御が行える。
【００６１】
　 移動局によると、基地局から送信される信号の実際の受信信号品質に基づ
いて、送信電力を適正に制御でき、この移動局を備えた通信システムでの周波数利用効率
の向上が図れると共に、移動局での平均的な送信電力の低減によって、移動局が備えるバ
ッテリの長時間化が行え、通信可能な時間（通話可能な時間）の長時間化を図ることがで
きる。
【００６２】
　 移動局によると 受信信号電力の推定値に基づいた良好な送信電力の制御
が行える。
【００６３】
　 移動局によると デジタル変換する前段と後段の双方の利得調整で良好に
受信処理が行える。
【００６６】
　 移動局によると 干渉波の影響のない適切な送信電力設定が行える。
【００６７】
　 移動局によると いわゆる開ループによる送信電力制御と閉ループによる
送信電力制御の双方を用いたより良好な送信電力制御が行える。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態による移動局の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態による通信システム構成例を示す説明図である。
【図３】ＴＤＭＡ方式による通信状態の例を示す説明図である。
【図４】ＴＤＭＡ／ＴＤＤ方式による通信状態の例を示す説明図である。
【図５】本発明の一実施の形態による回線品質推定処理例を示すブロック図である。
【図６】本発明の一実施の形態によるシンボルエラー推定処理例を示すブロック図である
。
【符号の説明】
１０１…アンテナ、１０５…受信器、１０７…送信器、１２０…受信系利得調整回路、１
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３０Ｉ，１３０Ｑ…アナログ／デジタル変換器、１３４Ｉ，１３４Ｑ…利得調整デジタル
回路、１３６…振幅測定回路、１６６…送信系利得調整回路、１８０，１８２，１８８…
演算器

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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